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いながら︑三井住友グルー
感している職場がその実

みなさんが身をもって実

には業務用備品の徹底削

休息時間のはく奪︑さら
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長の退任とともに古巣の
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％でしかなかったので

すべきだし︑それは現場

ことを聞けということな
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も現職が敗れ︑川内原発
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かくして分担要員が２

ちりと求める︑というこ

であり︑必要な要員はきっ

職者の後補充は絶対条件

きた︒しかも﹁組合とも

検をさせてくれといって

ついでに君のロッカー点

て︑監察が臨局したから

内に大書して出してみろ

ています﹂と社員募集案

カー捜索を定期的に行っ

罪予防のため社員のロッ

ないか︒郵便局では﹁犯
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した︒

であることを鮮明にしま
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ぶきながら︑そこへ誘導

めるところから﹂とうそ
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た憲法破壊＝クーデター

たのです︒地元の反基地︑ にナチス・ヒトラーがやっ

の停止を訴えた新顔が勝っ

するのです︒ダマされて

す︒つまり︑１９３３年

特殊係の減員
案に反対！

足りなくなって︑分担表

人のところを１人にする

とです︒それなくして正

話がついているから﹂と

よ！ 上からいわれたこ

会に向けていよいよ改憲

はいけない︑超反動安倍

せんだい

す︒それはそうでしょう︒ しかない︑となるわけで

がうまらなくなったので

す︒﹁非正規職員で対応

常な業務運行ができない

いう︒オレのロッカーと

とを黙ってやるだけじゃ

シフトを強めてくるでしょ

いってずうずうしくも社

だって︑会社側が予算の

１人の社員が休憩・休息

先月のロッカー点検を

も︑ないということじゃ

日にいたっているわけで︑ ７割の﹁新一般職﹂の導

郵便部特殊係の宿直勤
都合をいうまえに社員た

時間を取れなくなる恐れ

拒否したら︑今月になっ

たいしょう

務の配置を２人から１人

ちの都合や体力の限界も

があります︒問題は︑退

きょうはく

にするという︒﹁定員﹂
ありますよ︒

毎年定年退職や勧奨によ

する﹂といっても︑その

のは道理でしょう︒非正

組合は関係ないだろう︒

無能管理者ではないか︑

りんきょく

る早期退職まであるのだ

人数を増やすわけではな

規社員をドレイのように

それより何でオレだけや

政権を打倒しよう！

かんさつ

から︑そのあと補充をし

い︒通常係から回す︑そ

あつかったら定着しませ

う︒姑息な手練手管をつ

そうさく

なければ︑だんだんと分

したら通常係にしわ寄せ

恥を知れ！ ︵集配部Ｂ︶

かんしょう

担をうめる要員が不足し

るんだ？ 監察を連れて

てれんてくだ

がいくのは必然でしょう︒ んよ︒当然︑増員要求を

こそく

ていくのは当りまえのこ

けんのう

削減で正社員の絶対数が

質を脱却できないまま今
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